ドリップオンギフト A

ドリップオンギフト B

ドリップオンギフト C

Azumi プライムスイーツ A

Azumi プライムスイーツ Ｂ

商品番号 20S101

商品番号 20S102

商品番号 20S103

商品番号 20S113

商品番号 20S114

カスタードプリン（ソース付き）63ｇ×3、瀬戸内産レモン果汁使用 シャーベット用
ゼリー62ｇ×2、グレープシャーベット用ゼリー62ｇ×2、マンゴーシャーベット用ゼ
リー62ｇ×2、
トマト＆レモンゼリー57ｇ×2、山形県産ラ・フランスゼリー62ｇ×2、北
海道産メロンゼリー62ｇ×2、マンゴーゼリー100ｇ×2、白桃ゼリー100ｇ×2 賞味
期限：常温180日 お届け期間：6/15～8/10 ※配達のご指定日は承れません。

カスタードプリン（ソース付き）63ｇ×4、瀬戸内産レモン果汁使用 シャー
ベット用ゼリー62ｇ×2、グレープシャーベット用ゼリー62ｇ×3、
トマト＆レモ
ンゼリー57ｇ×2、マンゴーシャーベット用ゼリー62ｇ×2、北海道産メロンゼ
リー62ｇ×2、白桃ゼリー100ｇ×3、マンゴーゼリー100ｇ×2 賞味期限：常
温180日 お届け期間：6/15～8/10 ※配達のご指定日は承れません。

3,564円（税込） 3,300円（税抜）
キリマンジェロブレンド
（8g×5袋入り）
1箱､コロンビアブレンド
（8g
×5袋入り）1箱､スペシャルブレントﾞ（8g×5袋入り）1箱､モカブレ
ンド（8g×5袋入り）1箱､トアルコトラジャ
（8g×5袋入り）1箱､トラ
ジャブレンド
（8g×5袋入り）1箱 賞味期限：常温1年6ヶ月 お届
け期間：6/12～8/31 ※配達のご指定日は承れません。

常温

化粧箱

簡易

4,644円（税込） 4,300円（税抜）

キリマンジェロブレンド
（8g×5袋入り）1箱､コロンビアブレンド
（8g×5袋入り）2箱､スペシャルブレンド
（8g×5袋入り）1箱､モカ
ブレンド
（8g×5袋入り）2箱､トアルコトラジャ
（8g×5袋入り）1箱
､トラジャブレンド
（8g×5袋入り）1箱 賞味期限：常温1年6ヶ月
お届け期間：6/12～8/31 ※配達のご指定日は承れません。

常温

化粧箱

簡易

キリマンジェロブレンド（8g×5袋入り）2箱､コロンビアブレンド
（8g×5袋入り）1箱､スペシャルブレンド（8g×5袋入り）1箱､モカ
ブレンド
（8g×5袋入り）2箱､トアルコトラジャ
（8g×5袋入り）1箱、
トラジャブレンド（8g×5袋入り）2箱 賞味期限：常温1年6ヶ月
お届け期間：6/12～8/31 ※配達のご指定日は承れません。

常温

化粧箱

簡易

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

常温

化粧箱

簡易

商品番号 20S115

4,644円（税込） 4,300円（税抜）

卵・乳

常温

化粧箱

簡易

卵・乳

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

はちみつマドレーヌ×3、黄金のフィナンシェ×3、
メープルナッツ
ケーキ×2、
フルーツパウンドケーキ×2、ベイクドチーズケーキ×
2、
ガレットブルトンヌ×2、
チョコチップクッキー×6、
アマンドサブ
レ×4 賞味期限：常温90日

常温

化粧箱

簡易

小麦・卵・乳

天然水プリズマ飲料ギフト

リキッドコーヒー＆ジュースドリンクギフト A リキッドコーヒー＆ジュースドリンクギフト B

花風流

涼あわせ A

涼あわせ B

商品番号 20S104

商品番号 20S105

商品番号 20S106

商品番号 20S116

商品番号 20S117

商品番号 20S118

リキッドコーヒー無糖250ml×6本、
リキッドコーヒー微糖250ml×
6本、アイスティー甘さひかえめ250ml×6本 賞味期限：常温9ヶ
月 お届け期間：6/12～8/31 ※配達のご指定日は承れません。

アイスコーヒー無糖1L×2本、アイスコーヒー微糖1L×2本、マスカット・オブ・アレ
キサンドリアジュース1L×1本、マンゴー＆パイナップルドリンク1L×1本 賞味期
限：常温6ヶ月 お届け期間：6/12～8/31 ※配達のご指定日は承れません。

アイスコーヒー無糖1L×3本、アイスコーヒー微糖1L×3本、マスカット・オブ・アレ
キサンドリアジュース1L×2本、マンゴー＆パイナップルドリンク1L×2本 賞味期
限：常温6ヶ月 お届け期間：6/12～8/31 ※配達のご指定日は承れません。

わらび餅×4（本わらび：2、栗・小豆：各1）
、水ようかん×4（小豆・抹茶：各
2）
、ゼリー×4
（白桃・甘夏：各2）
、小豆くずもち×2
（抹茶・桜：各1）
、
フルー
ツゼリー×4
（ぶどう：2、おれんじ・りんご：各1） 賞味期限：常温180日

わらび餅×3（本わらび・栗・小豆：各1）、水ようかん×4（粒：2、抹茶・栗：各1）、
水まんじゅう×4（小豆：2、抹茶・桜：各1）、くずもち×3（純・桜・抹茶：各1）、フ
ルーツゼリー×4（アップル：2、チェリー・パイン：各1） 賞味期限：常温180日

わらび餅×3（本わらび・栗・小豆：各1）、水ようかん×6（粒：3、抹茶：2、栗：1）、
水まんじゅう×6（小豆：3、抹茶：2、桜：1）、くずもち×3（純・桜・抹茶：各1）、フ
ルーツゼリー×5（アップル・チェリー：各2、パイン：1） 賞味期限：常温180日

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

化粧箱

簡易

商品番号 20S107

4,320円（税込） 4,000円（税抜）

リキッドコーヒー
（無糖）
1000ml×6本 賞味期限：常温10ヶ月

常温

化粧箱

簡易

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

常温

化粧箱

簡易

MAJOアソートギフト
商品番号 20S108

4,320円（税込） 4,000円（税抜）

リキッドコーヒー（ 無 糖 ）1000ml×3本、ミスティー（ 無 糖 ）
1000ml×3本 賞味期限：常温10ヶ月
お届け期間：6/12～8/31 ※配達のご指定日は承れません。

常温

化粧箱

簡易

信州産白桃ジュース
えひめのみかんストレートジュース 「千曲の滴
（ちくまのしずく）
」
商品番号 20S110

商品番号 20S111

500ml×6 賞味期限：常温1年

ももストレートジュース 1,000mlビン×4本 賞味期限：常温1年

3,240円（税込） 3,000円（税抜）
常温

ダン
ボール

簡易

4,320円（税込） 4,000円（税抜）
常温

ダン
ボール

無包装

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

常温

化粧箱

簡易

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

常温

化粧箱

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

簡易

常温

化粧箱

4,644円（税込） 4,300円（税抜）

簡易

常温

化粧箱

定番ギフト

ドリンク

常温

MAJOリキッドコーヒーギフト
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5,724円（税込） 5,300円（税抜）

スイーツファクトリー

簡易

大地アイスコーヒー無糖ギフト

ロイヤルセレクション

五郎島金時 ミニバウムクーヘン

京都 萬屋琳窕 京の竹筒水ようかん

商品番号 20S109

商品番号 20S119

商品番号 20S120

商品番号 20S121

大地アイスコーヒー
（無糖）500ｍｌ
×5本 賞味期限：常温10ヶ月
お届け期間：6/12～8/31 ※配達のご指定日は承れません。

ドリップオンスペシャルブレンド8ｇ×6、セイロンティ2ｇ×4、
カ
フェラテ6.2ｇ×3、
ドライワッフル
（2枚）
×2 賞味期限：常温1年

ミニバウムクーヘン×16 賞味期限：常温45日
お届け期間：6/12～8/8 ※配達のご指定日は承れません。

水ようかん 68ｇ×6 賞味期限：常温180日
お届け期間：6/12～8/8 ※配達のご指定日は承れません。

3,456円（税込） 3,200円（税抜）
常温

化粧箱

完全

ブドウ品種5種のジュースセット
商品番号 20S112

5,400円（税込） 5,000円（税抜）

ソーヴィニョン・ブラン種白グレープ、
シャルドネ種白グレープ、
カベルネ種ロゼグレープ、
メルロー赤グレープジュース、
カベ
ルネ・ソーヴィニョン・ルージュ 各330ml×1 賞味期限：常温３年

常温

化粧箱 無包装

※産地天候等の事情によりお届けが遅れたり、
やむを得ない事情により、変更や中止になる場合がございます。予めご了承ください。※商品パッケージ・箱等は写真と多少異なる場合がございます。
※カタログの写真は盛り付け見本例です。食器等の小物は商品に含まれておりません。※カタログには商品の製造日より、消費・賞味期限までの日数を記載しております。お手元には、製造日より
多少日数の経過したお品物をお届けする場合がございます。商品の特性上、返品は原則としてお受けできません。※鮮度の関係で、島しょ部にはお届けできない場合もございます。※商品の品質
には万全を期しておりますが、お申し込み商品と異なる商品が届けられた場合や、配送中に破損・汚損が生じた場合はお取り替えいたしますので、商品到着後1週間以内にご連絡ください。

3,240円（税込） 3,000円（税抜）
常温

化粧箱

完全

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

小麦・卵・乳

常温

化粧箱

簡易

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

小麦・卵・乳

丹波黒豆あられ

商品番号 20S122

商品番号 20S123

おかきミックス150g
（個包装込み） 賞味期限：常温7ヶ月

丹波黒豆あられ140ｇ
（個包装込み） 賞味期限：常温7ヶ月

常温

化粧箱

完全

常温

化粧箱

クール冷凍便にてお届けします。

ダン
ボール

産地のダンボールに入れてお届けします。 木箱 木製の箱に入れてお届けします。 簡易 簡易包装でお届けします。

冷蔵

3,780円（税込） 3,500円（税抜）

完全

冷凍

簡易

商品番号 20S124

2,700円（税込） 2,500円（税抜）

小麦・乳・かに

化粧箱

７種ドライフル－ツ詰合せ
（缶入り）

いろどり野菜のおかき
2,700円（税込） 2,500円（税抜）

常温

565ｇ
（レーズン、クランベリー、パイナップル、パパイヤ、マン
ゴー、
メロン、
リンゴ） 賞味期限：常温180日

常温

ダン
ボール

簡易

クール冷蔵便にてお届けします。 常温 常温便にてお届けします。 化粧箱 化粧箱に入れてお届けします。
完全

※アレルギーの特定原材料7品目が含まれているものについて
「小麦・卵・乳・そば・落花生・えび・かに」
と表記しております。

発泡

発泡スチロールに入れてお届けします。

メーカー又は産地の包装紙でお届けします。 無包装 伝票を直接貼った無包装でお届けします。

20

